
平成２５年度の新規・拡充・見直し事業の概要 

 

 

第１号事業《地域の歴史の記録保存及び普及啓発》 

＜機会・場の提供＞ 

１－４．新宿区の歴史・文化の普及・啓発 

（１）展示会の開催 【見直し】 ・・・ １９ ページ 

ア.特別展 

新宿の歴史・文化により理解を深めるため、常設展示以外のテーマについて特別展を開

催する。平成 25 年 9 月 14 日から 11 月 4 日にかけて、新宿区文化財保護条例 30 年記念特

別展「新宿の文化財」を開催する。新宿区内の文化財をあらためて紹介し、新宿の歴史を

知ってもらい、愛着を持ってもらう機会とする。なお、平成 24 年度中の特別展「中村彝展」

は、平成 25 年 3 月 17 日から 5月 12 日まで開催する。 

 

イ.所蔵資料展 

博物館が所蔵する資料を展示公開し、資料の有効活用を図るとともに、地域の歴史・文

化に対する愛着を促すための展示会を開催する。平成 25 年度は四谷にあった菓子商荒井谷

の資料を紹介する「商家の宝」、区民から提供を受けた資料も含めて展示を行う「写真展 新

宿 昭和 40 年代」を開催する。 

 

ウ.協働企画展 

平成 25 年 7 月 20 日から 9月 1日にかけて、新宿未来特使 10 周年記念「アトム展」を新

宿区総務部との協働で開催する。また、平成 25 年 11 月 16 日から平成 26 年 1 月 26 日は林

芙美子生誕 110 年記念協働企画展「林芙美子展」を開催する。この展示会は、林芙美子が

関係する新宿区、北九州市、鹿児島市、尾道市の 4 自治体が協働して企画し、巡回展とし

て実施する。 

 

（３）各種講座－講座・講演会 【見直し】 ・・・ ２１ ページ 

魅力ある講座・講演会を実施することで、歴史・文化等の普及・啓発を図ると共に、親し

まれる博物館づくりを更に推進するため、これまで第 4号事業《次代を担う児童や青少年の

育成》で実施していた子ども向けの事業「歴史 小・中・高生対象事業」を統合し、対象年

齢や内容に幅を持たせた事業を実施する。 

 

（６）林芙美子関連記念事業 【新規】 ・・・ ２４ ページ 

特定費用準備資金（林芙美子生誕 110 年記念事業準備資金）を活用し、新宿区とゆかり

が深い林芙美子の生誕 110 年記念事業として、全国の林芙美子資料と林芙美子に関する情

報を収集、紹介する。平成 25 年度は林芙美子資料の修復・補修・レプリカ作成や、林芙美

子に関する資料目録の作成等を行うとともに、林芙美子記念館内にある石蔵ギャラリーを

リニューアルし、展示設備の充実をはかる。 

第２号事業≪文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成≫ 

新規３事業、 拡充１３事業、 見直し９事業 



 ＜機会・場の提供＞ 

２－１．舞台芸術鑑賞機会の提供 【見直し】 ・・・ ２８ ページ 

民間企業や文化芸術団体と連携して優れた舞台芸術を企画型公演、誘致型公演として新

宿文化センターで開催する。区民に良質な舞台鑑賞機会を提供することに加え、平成 24 年

度の実績を踏まえた誘致型公演の実施条件の見直しを行うことで、更なるコストダウンを

実現する。 

また、区内の文化芸術に関わる有識者の意見を取り入れた演目の選定について、引き続

き検討する。 

 

 

第３号事業≪スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成≫ 

＜機会・場の提供＞ 

３－２．新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 【拡充】 ・・・ ３７ ページ 

国立霞ヶ丘陸上競技場の改築に伴い、平成 25 年度には埋蔵文化財の調査が実施され、平

成 26 年度から 5年間は改築工事が予定されているため、コース変更を行う必要がある。コ

ース変更を含め、今後の大会運営について検討するため、実行委員会内に「（仮称）小委員

会」「（仮称）ワーキンググループ」を新設する。また、まとめ役として専門アドバイザー

を置き、「（仮称）小委員会」等のスムーズな運営を行う。 

第 12 回大会についても、子どもから高齢者・障がい者等誰もが気軽に楽しめる場とし、

地元住民や地域団体、企業や行政組織が一体となり、新宿の地域力に支えられた、財政的

にも、体制的にも安定した大会運営を行う。 

 

＜活動成果の発表＞  

３－１２．区民スポーツ大会 

（１）区民総合体育大会 【拡充】 ・・・ ４２ ページ 

一般の部及び小学生の部でレスリング競技を新規に実施を予定している。一般の部は31競技、

中学生の部10競技、小学生の部2競技を実施する。 

また、小・中学生大会で実施している小学生サッカー大会と小学生野球大会を区民総合体育大

会での実施を競技主管団体と協議を進める。 

 

（２）小・中学生大会 【拡充】 ・・・ ４３ ページ 

平成 24 年度、スポーツ大会として 3種目、頭脳スポーツ大会として 2種目を実施。平成

25 年度は頭脳スポーツを新規に 1種目の実施を予定している。 

また、小学生サッカー大会・小学生野球大会について、区民総合体育大会での実施を競

技主管団体と協議を進めていく。 

 

 

第４号事業≪次代を担う児童や青少年の育成≫ 

＜機会・場の提供＞ 

４－１．子どもクラブ 

（３）のびのびクラブ 【拡充】 ・・・ ５０ ページ 

これまで、子どもたちの基礎体力の低下や肥満傾向児等への取り組みとして補助事業とし



て実施してきた。「2010 年度学校保健統計調査（文部科学省）」の速報値等から、事業内

容の見直しを図り、目的・対象別に、肥満・痩身傾向児を対象に、運動・食生活指導を取り

入れたプログラムを補助事業として実施する。また、子どもたちの基礎体力を向上すること

を目的に、子どもたちの身近な運動遊びや体育遊びを中心としたプログラムを自主事業に組

み替え、実施する。 

 

４－２．放課後子どもひろば 【見直し】 ・・・ ５１ ページ 

落合第一小ひろばの運営を新たに開設される学校内学童クラブ運営事業者が受託することと

なったため、昨年度の22校から1校減の21校の放課後子どもひろばを受託運営する。 

昨年度から本格的に取り組み始めた、教職又は子ども事業経験者等による巡回指導を継続実施

するとともに、スタッフ研修を充実させることにより、スタッフのスキルアップを図り、より安

全・安心な子どもの居場所づくりに努める。また、各ひろばの実情に合わせ、地域と連携したプ

ログラムの充実を図る。 

 

４－４．子どもフェスタ２０１４ 【新規】 ・・・ ５６ ページ 

 特定費用準備金充当事業として、次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育てるとともに、

子どもたちが大きな夢に向かってチャレンジする意欲とそれを成し遂げる実行力を育てる

ことを目的に、「(仮)子どもたちの夢と希望の祭典・子どもフェスタ 2014～子どもたちの

元気と夢で創造！」を実施する。都内の民間企業をはじめ、ＮＰＯ法人、大学、各種学校

等と連携し、新宿コズミックセンター内に各テーマブースを設け、未就学児から高校生ま

で、多様な年齢層が参加できるプログラムを実施する。 

 

 

第５号事業 ≪国際相互理解の促進≫ 

＜機会・場の提供＞ 

５－２．外国人のための高校進学ガイダンス 【見直し】 ・・・ ６３ ページ 

事業が開始された平成 19 年度と比べ、区内中学校での進路説明会など進学相談の機会が

充実してきた。また、近隣の区市町村においても行政、ＮＰＯ等が開催する同類の事業が

行われるようになり、本事業を先駆的に実施してきた当財団として一定の役割を果たすこ

とができた。一方で、まだ区内には多言語での支援を必要とする中学生とその保護者がい

るため、今後は実施時期および実施回数を調整の上、教育委員会やＮＰＯと連携して実施

する。 

 

５－４．外国人相談窓口運営業務受託 【拡充】 ・・・ ６５ ページ 

平成 24 年 7 月に新たな在留管理制度が導入され、住民基本台帳法が改正されるなど外国

人を取り巻く環境に大きな変化が生じている。それにより生じる相談に柔軟に対応するた

め、新宿区役所の相談窓口開設時間を 30 分延長する。 

 

 

 

 

 



第６号事業≪地域の魅力の内外への発信≫ 

＜機会・場の提供＞ 

６－７．友好都市等との交流事業 

（１）人的交流事業 【見直し】 ・・・ ７６ ページ 

受入と派遣を隔年で実施しているミッテ区との青少年交流について、平成 25 年度は新宿

区の青少年を 8 月の約 2 週間ミッテ区へ派遣する。現地での交流や施設見学等を行い、多

文化共生社会への理解を深める。 

 

 

第７号事業≪地域社会の健全な発展の促進≫ 

 ＜機会・場の提供＞ 

７－１．障がい者支援事業 

（２）障がい者スポーツ・学習交流事業 【見直し】 ・・・ ８３ページ 

事業内容を見直し、ハンディキャップスイムデー・障がい者スポーツデーを新宿コズミ

ックセンターの管理運営に伴う指定管理事業へ組み換えをする。 

また、障がい者のスポーツ・学習のニーズ調査を実施し、講座内容の検討・見直しを行

い、多様なプログラムへの参加機会を提供する。 

 

７－５．地域活力推進事業 

（１）地域スポーツ・文化事業の推進 【拡充】 ・・・ ８７ ページ 

 事業名を「地域スポーツ・文化事業への支援」から「地域スポーツ・文化事業の推進」に

変更し、事業を実施する。各校への委託料を見直す一方、地域スポーツ・文化事業への取

り組みとして、自主財源を充当して地域スポーツ・文化協議会の代表者会議の実施、各協

議会の実施種目及び実施内容の見直し等を行うとともに、事業リーフレットを作成し、事

業の紹介・周知を行う。あわせて、地域総合型スポーツ・文化クラブの創設に向けた検討

を進めるため、体育関係者との意見交換会や研究会の実施、先進地区の調査を行う。 

 

 ＜活動支援＞ 

７－７．地域との連携事業 

 （２）地域文化ネットワークの推進 【拡充】 ・・・ ８９ ページ 

 平成 24 年度事業「7-7-(1)地区協議会等との連携」事業に「1-3 区内文化資源ネットワー

クの推進」事業を統合し、地域コミュニティの活性化や事業の拡充をはかる。また、四谷・

落合・新宿地区の博物館・美術館等との連携強化をはかり、広報活動や協働事業、定期的

な連絡会を開催し、互いに協力しやすい関係づくりを目指す。 

 

＜成果の活用＞ 

７－１０．生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備 【拡充】 ・・・ ９３ ページ 

平成 24 年度から「人材の育成と活用」と「登録者のネットワーク化」を当該事業に一本

化し、事業名称を変更し、スポーツ、文化芸術、音楽などあらゆる活動団体、地域事業を

結びつけるシステムの構築に着手した。 

平成 25 年度には、このシステムを稼働し、区民が容易に自分の目的にあった指導者やサ

ークル検索できる基盤を整備するとともに、積極的に制度の周知をはかる。 



また、登録者の活動場所を広げるため、活動場所の調査や新宿シティハーフマラソンボ

ランティア登録を行う。さらに交流イベントを実施し、登録者同士の情報交換の場を提供

する。 

 

 

第８号事業≪新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業≫ 

<機会・場の提供> 

８－４．中村彝アトリエ記念館の管理運営 【新規】 ・・・ １０１ページ 

平成 25 年 3 月 17 日より一般公開となる中村彝アトリエ記念館について、適切な管理及

び運営を行い、施設を活用した事業を実施し魅力づくりを推進する。下落合にアトリエを

構えた時点での建物を復元し、パネル等の展示を通じて、画家・中村彝の創作活動と新宿

との関わりを周知し、その業績を広く区民等に伝えるとともに、佐伯祐三アトリエ記念館

や林芙美子記念館と連動しつつ、落合の文化拠点としての機能強化をはかる。 

 

８－７．新宿コズミックスポーツセンターの運営  

（１）施設の管理運営 【拡充】 ・・・ １０６ ページ 

 コズミックセンター玄関前トイレ施設をロッカールームに改修し、利用団体に有料で貸

し出しを行うとともに、防災用備蓄倉庫として本格的に稼働を開始する。 

 近年、健康志向の高まりとともに人気のあるプールのウォーキングコースの個人開放を、

夏季限定で早朝に実施することにより、幅広い区民ニーズに応える。 

 

８－９．公園内運動施設の運営  

（１）施設の管理運営 【拡充】 ・・・ １１０ ページ 

 西戸山公園野球場及び落合中央公園野球場・庭球場の 11 月～3月までの営業時間を 21 時

までに延長する。また、甘泉園公園庭球場及び西落合公園少年野球場・庭球場の 12 月～1

月までの営業時間を 8:00～16:00 に変更を行い、利用区分の拡充を行うことで、利用者の

ニーズに対応した施設運営を行う。 

 

８－１２．生涯学習館の運営 【見直し】 ・・・ １１５ ページ 

区内 6 箇所の生涯学習館において、効率的な運営と利用者サービスの向上を図るととも

に、平成 25 年度に稼働する生涯学習・地域人材交流ネットワークシステムに、登録団体の

メンバー募集情報を掲載することによって、団体の会員増加を支援し、団体活動の活性化

に寄与する。 

また、平成 25 年度に赤城生涯学習館の耐震補強工事及び三栄町生涯学習館の閉館が予定

されているため、登録団体が他館・他施設へスムーズに活動場所を移行できるよう区とも

連携し、積極的なコーディネートを行う。 

 

 

第９号事業≪その他この法人の目的を達成するために必要な事業≫ 

９－１．広報・広聴の充実 

（１）広報紙の発行【拡充】 ・・・ １２０ ページ 

平成 24 年度に毎月 5日号 8頁（10 月は 12 頁）、年 5回 20 日号 4頁、全 17 回の発行を行



なった広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』について、事業ＰＲの充実と各号掲載内容の性格

付けの明確化をはかるため、毎月 2 回（5 日号と 20 日号）、全 24 回の発行とする。各号原

則 4 頁立てとするが、時節による実施事業数及びそれに伴う広報記事量の変動に柔軟に対

応するため、事業が集中する月については、増頁により 8頁または 12 頁立てでの発行を行

なう。また、前年度に引き続き広告獲得方法の見直しにより、広告料収入の増加と発行経

費の削減を図る。 

 

９－２．総合受付システムの運営【拡充】 ・・・ １２２ ページ 

管理施設の追加と一元的な施設・利用者管理を可能とする等システムの特長を活かし、

区内施設利用者の利便向上を図るため、新宿区の要請を受け協定を締結し、区内地域セン

ター等、財団管理施設以外の施設においてもシステム利用の普及と、運用を開始する。ま

た、利用者の利便の向上と職員の事務の効率化のため、利用者の意見及び職員からの提案

を参考にシステム機能の改善を行う。 

 

９－３．財団の管理運営 

（２）人事労務管理・給与・人材育成 【拡充】 ・・・ １２４ ページ 

固有・契約・パート合計 450 名を越える所属職員の出退勤や給与計算に要する事務量を

軽減するために、インターネットを利用した出退勤管理システムを導入し、適格な人事・

労務管理を行う。人材育成の重要な手法である研修については、派遣研修の経費を拡充し、

多様なプログラムから各職員の経歴・職歴に応じたきめ細かい研修の受講を実現する。 

 

（５）総務・庶務・文書 【見直し】 ・・・ １２７ ページ 

 現在策定作業中の新たな経営計画に則った法人運営実現のため、法令遵守体制及び事業

進捗管理体制を確立する。また、財団全体の業務の拡充による業務データの増大及び、現

在使用しているサーバの老朽化に伴いネットワークサーバーを更新し、円滑な業務遂行に

資する。 

 なお、予備費については、新宿区補助金の充当を皆減して全額自主財源で措置すること

で、補助金依存度の逓減を図った。 


